
平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成22年10月22日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ＡＳＪ 上場取引所 東 
コード番号 2351 URL http://www.asj.ad.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役会長兼社長 （氏名） 丸山 治昭
問合せ先責任者 （役職名） 専務取締役 管理本部長 （氏名） 青木 邦哲 TEL 048-259-5111
四半期報告書提出予定日 平成22年11月12日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第2四半期 657 2.6 26 △40.5 29 △33.9 16 △19.2
22年3月期第2四半期 640 6.4 45 △50.9 43 △52.8 20 △54.2

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年3月期第2四半期 256.22 ―
22年3月期第2四半期 317.09 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第2四半期 2,822 2,166 76.8 33,604.15
22年3月期 2,889 2,164 74.9 33,575.16

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  2,166百万円 22年3月期  2,164百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年3月期 ― 0.00 ― 200.00 200.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 200.00 200.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 1,400 13.3 100 85.2 100 72.4 55 205.6 853.08



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

4.  その他 （詳細は、2ページ 2.その他の情報をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 72,535株 22年3月期  72,535株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  8,063株 22年3月期  8,063株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 64,472株 22年3月期2Q 64,503株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間における我が国のインターネット業界におきましては、電子書籍を中心としたコンテ

ンツマーケットも拡大基調にあり、iPhone及びAndroid等のスマートフォンの普及により、様々なコンテンツを楽

しめる環境が整いつつあること等から更なる拡大期を迎えようとしております。 

このような状況の中、電子書籍サービス及びiPhone等のスマートフォン向けサービスを提供するとともに既存サ

ービスが好調に推移した結果、売上高につきましては前年同四半期比2.6%増となる657,121千円となりました。 

利益面につきましては、グループ全体でコストの見直しを行ない一定の成果を挙げたものの、建物の減価償却費

が増加したこと等により、営業利益は26,952千円（△40.5%）、経常利益は29,016千円（△33.9%）、四半期純利益

は16,519千円（△19.2%）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、借入金を一部返済したこと等により、前期末比67,493千円減の

2,822,071千円となりました。負債につきましても、借入金が減少したこと等により、前期末比69,362千円減の

655,545千円となりました。 

純資産は、利益剰余金の配当を行ったものの、第２四半期純利益を計上したこと等により、前期末比1,868千円

増となる2,166,526千円となり、自己資本比率は前期末比1.9%増となる76.8%となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間における業績につきましては、第２四半期までにおいて当初の予想よりも業績が好調

に推移したことから、本日公表の「平成23年３月期第２四半期連結累計期間業績予想との差異に関するお知らせ」

のとおり当初の予想より業績は上回っております。 

 しかしながら、平成23年３月期通期連結業績予想につきましては、業容の拡大に向けた積極的な開発活動を計画

していること等から、平成22年５月14日に公表いたしました業績予想に変更はございません。  

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用につきましては、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用してお

ります。 

なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 912,529 924,353

受取手形及び売掛金 13,724 14,407

商品及び製品 22,864 19,002

仕掛品 1,882 402

原材料及び貯蔵品 3,479 4,698

その他 88,137 122,761

貸倒引当金 △61 △60

流動資産合計 1,042,557 1,085,565

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 687,053 705,930

土地 646,749 646,749

その他（純額） 31,531 38,401

有形固定資産合計 1,365,334 1,391,081

無形固定資産   

のれん 103,243 112,663

その他 275,668 265,045

無形固定資産合計 378,911 377,708

投資その他の資産   

その他 35,268 35,852

貸倒引当金 － △642

投資その他の資産合計 35,268 35,209

固定資産合計 1,779,514 1,803,999

資産合計 2,822,071 2,889,565
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 31,868 35,372

短期借入金 350,000 450,000

未払法人税等 14,285 4,479

その他 252,155 232,428

流動負債合計 648,309 722,280

固定負債   

負ののれん 2,407 2,626

その他 4,827 －

固定負債合計 7,235 2,626

負債合計 655,545 724,907

純資産の部   

株主資本   

資本金 919,250 919,250

資本剰余金 872,031 872,031

利益剰余金 757,550 753,925

自己株式 △377,149 △377,149

株主資本合計 2,171,682 2,168,057

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △93 －

為替換算調整勘定 △5,062 △3,400

評価・換算差額等合計 △5,156 △3,400

純資産合計 2,166,526 2,164,657

負債純資産合計 2,822,071 2,889,565
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 640,227 657,121

売上原価 288,684 324,156

売上総利益 351,543 332,965

販売費及び一般管理費 306,258 306,013

営業利益 45,285 26,952

営業外収益   

受取利息 2,165 1,666

その他 1,068 3,670

営業外収益合計 3,233 5,336

営業外費用   

支払利息 3,099 1,644

為替差損 1,515 1,628

その他 24 －

営業外費用合計 4,638 3,272

経常利益 43,880 29,016

特別損失   

固定資産除却損 － 176

特別損失合計 － 176

税金等調整前四半期純利益 43,880 28,840

法人税、住民税及び事業税 23,427 12,320

法人税等合計 23,427 12,320

少数株主損益調整前四半期純利益 20,453 16,519

四半期純利益 20,453 16,519
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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